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備　考

1
「法務図書館図書・資料目録」印刷
製本請負業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月1日 ﾖｼﾀﾞ印刷株式会社
石川県金沢市御影町19-1

一般競争入札 ― 5,736,000 ―

2

「法務教官募集用ポスター及び
リーフレット」印刷製本請負業務
①ポスター　4,000部　②リーフレッ
ト　46,000部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月1日
株式会社廣済堂
東京都港区芝4-6-12

一般競争(総合評
価実施)

― 1,066,800 ―

3
Ｗｅｂコンテンツウィルタリングソフト
ウェアの利用ライセンス　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月1日
株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

一般競争入札 ― 1,043,700 ―

4
効果的・効率的なＰＦＩ事業等民間
委託実施のための刑事施設ＢＰＲ
調査　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月2日
ｱｸｾﾝﾁｭｱ株式会社
東京都港区赤坂1-11-44

一般競争入札 ― 14,280,000 ―

5
電子認証登記所の登記官の業務
に関する準拠性監査等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月4日
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｾｷｭﾘﾃｨ
株式会社
東京都新宿区新宿1-16-10

一般競争入札 ― 2,041,200 ―

6
本省内ＬＡＮシステム用プリンタ　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月5日
株式会社ﾘｺｰ
東京都大田区中馬込1-3-6

一般競争入札 ― 2,591,011 ―

7 盾　６１１個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月8日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 14,723,572 ―

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
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8 グループウェア用機器等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月9日
ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ株式会
社
東京都港区浜松町2-4-1

一般競争入札 ― 4,032,000 ―

9
Ａ棟水用減圧弁装置弁体交換作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月9日
三信電設株式会社
東京都練馬区平和台4-18-15

一般競争入札 ― 1,173,690 ―

10 催涙弾発射機（小型）　１８７丁

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月10日
株式会社TIGER93
大阪府大阪市中央区瓦町1-6-
1

一般競争入札 ― 9,112,603 ―

11 帯革　６１１個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月10日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 4,490,850 ―

12 衣のう（バック型）　６１１個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月10日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 3,563,810 ―

13 護送用捕縄　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月12日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 11,816,343 ―

14
登記情報システム用印刷装置等賃
貸借　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月12日
ＮＴＴファイナンス株式会社
東京都港区芝浦1-2-1

一般競争
(総合評価実施)

― 7,164,352 ―

15
人権擁護委員管理システム改修用
機器　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月15日
ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ株式会
社
東京都港区浜松町2-4-1

一般競争入札 ― 5,336,160 ―
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16
動産譲渡登記システム関連機器移
設作業及び法務省情報ネットワー
クとの接続作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月15日
株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
江東区豊洲3-3-3

一般競争入札 ― 3,937,500 ―

17
法教育シンポジウム運営業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月15日
株式会社ﾏﾙｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
長崎県長崎市五島町5番48号

一般競争(総合評
価実施)

― 2,151,922 ―

18
債権譲渡登記次期システムに係る
運用・保守及び登記所支援業務
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月16日
株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
江東区豊洲3-3-3

一般競争(総合評
価実施)

― 168,000,000 ―

19 文書裁断機（シュレッダー）　52台

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月16日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

一般競争入札 ― 18,386,340 ―

20
法務省浦安総合センター寮室鍵
カードロック・ケース本体交換作業
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月16日
美和ﾛｯｸ株式会社
東京都港区芝3-1-12

一般競争入札 ― 9,975,000 ―

21
裁判例コンメンタール刑法第３巻
（立花書房）　１，９１２部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月16日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

一般競争入札 ― 9,712,768 ―

22 刑務官雨衣　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月16日
東興産業株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
36-2

一般競争入札 ― 8,482,320 ―

23 刑務官冬警備帽　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月16日
甲株式会社
東京都千代田区外神田3-8-13

一般競争入札 ― 7,325,556 ―
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24
地図情報システムの図面目録作成
機能追加開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
江東区豊洲3-3-3

一般競争入札 ― 104,790,000 ―

25 執務室等カーペット供給等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
東興産業株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
36-2

一般競争入札 ― 10,486,145 ―

26
中央合同庁舎第６号館防災設備用
蓄電池更新作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
株式会社八興
東京都千代田区五番町12-7

一般競争入札 ― 7,402,500 ―

27
法務省浦安総合センタースクリュー
冷凍機部品交換作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
株式会社ﾐｻﾞｯｸ
東京都北区王子1-25-12

一般競争入札 ― 6,300,000 ―

28 刑務官警備服胸章３，５７６枚

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
ｲｽﾞﾐ産業株式会社
東京都中央区東日本橋3-4-18

一般競争入札 ― 2,913,724 ―

29
中央合同庁舎第６号館に設置の消
防設備不具合部品交換作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
高千穂防災工業株式会社
東京都中野区東中野3-2-9

一般競争入札 ― 2,373,000 ―

30 Ａ棟雑排水ポンプ更新作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月17日
三信電設株式会社
東京都練馬区平和台4-18-15

一般競争入札 ― 627,900 ―

31 警杖・さすまた　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月18日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 8,058,435 ―
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32
中央合同庁舎第６号館に設置のガ
ス漏れ警報設備中圧ガス用検知器
の警報部・検知部更新作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月18日
ﾆｯﾀﾝ株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷1-11-6

一般競争入札 ― 7,654,500 ―

33 白灯油　５０，０００リットル

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月18日
三雄産業株式会社
東京都渋谷区恵比寿1-20-22

一般競争入札 ― 2,488,500 ―

34
最高裁判所民事判例集の電子化
作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月18日
ｱｼｽﾄﾏｲｸﾛ株式会社
東京都中野区中央5-8-1

一般競争入札 ― 1,633,275 ―

35
供託所統廃合に伴う供託事務処理
システムのデータ移行作業等　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月18日
新日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
中央区新川2-20-15

一般競争入札 ― 1,565,340 ―

36
中央合同庁舎６号館Ａ棟等男女便
所及び湯沸室の人感センサー設置
等作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月19日
弘津電業株式会社
東京都世田谷区北烏山3-6-11

一般競争入札 ― 4,378,500 ―

37
人権相談メール受付システム移行
に関する機器　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月19日
ｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ株式会
社
東京都港区浜松町2-4-1

一般競争入札 ― 4,166,820 ―

38
法務省保護局薬害教育のための
視聴覚教材　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月19日
株式会社毎日映画社
東京都千代田区一ﾂ橋1-1-1

一般競争入札 ― 2,436,000 ―

39
矯正職員語学力養成研修（中国
語）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月19日
株式会社国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ
千葉県松戸市松戸1239

一般競争入札 ― 932,526 ―
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40
法務図書館ハンドル式移動書架
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月22日
株式会社ｻﾝﾎﾟｰ
東京都港区虎ﾉ門3-15-5

一般競争入札 ― 13,912,500 ―

41
中央合同庁舎第６号館Ａ棟空調設
備自動制御装置更新作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月22日
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ株式会社
東京都渋谷区笹塚1-50-1

一般競争入札 ― 7,140,000 ―

42 携帯用簡易無線電話装置　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月22日
田中電気株式会社
東京都千代田区外神田1-15-
13

一般競争入札 ― 3,349,500 ―

43
平成２１年版　注解・判例　出入国
管理外国人登録実務六法　４２３部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月22日
丸善株式会社
東京都中央区日本橋3-9-2

一般競争入札 ― 1,962,254 ―

44 浄水器　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
帝国繊維株式会社
東京都中央区日本橋2-5-13

一般競争入札 ― 960,960,000 ―

45 バルーン投光機　２８６台

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
新成物産株式会社
東京都中央区日本橋本石町3-
2-7

一般競争入札 ― 360,360,000 ―

46 エアーテント　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
帝商株式会社
東京都中央区二丁目5番13号

一般競争入札 ― 235,366,530 ―

47 第一種手錠　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13
株式会社武田商店

一般競争入札 ― 77,695,800 ―
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48
防弾チョッキ６１１着・防炎マフラー
６１１枚

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
ｲｽﾞﾐ産業株式会社
東京都中央区東日本橋3-4-18

一般競争入札 ― 37,466,520 ―

49 第二種手錠　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 25,876,305 ―

50 拘束衣　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 18,911,550 ―

51

「法務省広報用パンフレット」印刷
製本請負業務
①日本語版　１８，０００部　②英語
版　２，５００部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月24日
株式会社第一印刷所
新潟県新潟市中央区和合町2-
4-18

一般競争(総合評
価実施)

― 2,604,000 ―

52 簡易トイレ　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
山甚物産株式会社
大阪府大阪市中央区本町1-5-
6

一般競争入札 ― 99,225,000 ―

53 第二種警棒　６,６１６本

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
株式会社今泉商店
東京都墨田区墨田2-34-9

一般競争入札 ― 40,986,120 ―

54 警備用ヘルメット　６１１個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
越前屋多崎株式会社
東京都中央区京橋1-1-6

一般競争入札 ― 24,699,675 ―

55 ヘッドギア　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2-3-13

一般競争入札 ― 21,402,150 ―
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56 催涙弾発射機（大型）　１０１丁

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
ﾛｰﾚﾙﾊﾞﾝｸﾏｼﾝ株式会社
東京都港区虎ﾉ門1-1-2

一般競争入札 ― 18,090,458 ―

57 催涙弾発射機（中型）　８３丁

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
ﾛｰﾚﾙﾊﾞﾝｸﾏｼﾝ株式会社
東京都港区虎ﾉ門1-1-2

一般競争入札 ― 12,331,376 ―

58
医療観察業務システムの設計・開
発等業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
富士ﾃﾚｺﾑ株式会社
東京都板橋区板橋1-53-2

一般競争入札 ― 10,473,750 ―

59
和紙公図の管理等に関するシステ
ム開発　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
株式会社ﾊﾟｽｺ
東京都目黒区東山1-1-2

一般競争入札 ― 10,279,500 ―

60
更生保護情報通信ネットワークに
おけるセキュリティホール対策シス
テム構築作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年12月25日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

一般競争入札 ― 4,725,000 ―

61 肘付回転いす等

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月12日
株式会社サンポー
東京都港区虎ノ門３丁目１５番
５号

一般競争入札 ― 14,962,500 ―

62 普通紙ファクシミリ（４０台）

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月12日
ムラテック販売株式会社
東京都中央区日本橋人形町１
丁目１４番８号ＴＴ－１ビル９Ｆ

一般競争入札 ― 4,725,000 ―  

63 事務用品（消耗品）

支出負担行為担当官
　 東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月17日
株式会社三陽堂
東京都世田谷区下馬１丁目４
７番２３号

一般競争入札 ― 1,554,000 ―  
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64 いす，机等

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月19日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座３丁目４番
１２号

一般競争入札 ― 123,900,000 ―  

65 電動式移動棚ほか

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月19日

日本ファイリング株式会社
東京都千代田区神田駿河台３
丁目２番地新御茶ノ水アーバ
ンビル

一般競争入札 ― 35,511,000 ―  

66 ＰＰＣ用紙（再生紙）

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月19日
株式会社東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路町２
丁目２１番１５号

一般競争入札 ― 5,213,187 ―  

67
中央合同庁舎６号館Ａ棟２階ないし
１２階共用部分補修作業

支出負担行為担当官
   東京地方検察庁検事正
   岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番
１号）

平成20年12月25日
株式会社サイトウ
東京都八王子市子安町１丁目
４８番１０号

一般競争入札 ― 6,804,000 ―  

68 モノクロプリンター等

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正
   岩村修二
 （東京都千代田区霞が関１丁目１
番１号）

平成20年12月25日

キヤノンマーケティングジャパ
ン株式会社
東京都港区港南２丁目１６番６
号

一般競争入札 ― 5,582,892 ―  

69 庁舎警備

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）
支出負担行為担当官
　宇都宮地方法務局長
　重山正秋
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）
支出負担行為担当官
　宇都宮保護観察所長
　鈴木哲夫
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年12月1日
ビル開発株式会社
宇都宮市元今泉１－１２－８

一般競争入札 ― 1,836,198 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

70
再生PPC用紙A４判（２,０００箱）調
達

支出負担行為担当官
　 大阪地方検察庁検事正
   三浦正晴
 （大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年12月19日
石元商事(株)
大阪市都島区中野町１-７-２０

一般競争入札 ― 3,339,000 ―

71 壁面収納庫等物品供給契約

支出負担行為担当官
　 京都地方検察庁検事正
   梶木　壽
 （京都市上京区新町通下長者町下
る両御霊町82番地）

平成20年12月8日
株式会社日興商会京都支店
京都市伏見区竹田三ツ杭町5-
1

一般競争入札 ― 8,767,500 ―

72 奈良地方検察庁複合機交換契約

支出負担行為担当官
 　奈良地方検察庁検事正
   丸山　恭
 （奈良市登大路町１－１）

平成20年12月19日
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）近畿直販事業部
大阪市西区西本町２－３－１０

一般競争入札 ― 798,840 ―

当該複写機の
保守契約につい
ても，一般競争
入札を実施し
た。

73 複写機交換

支出負担行為担当官
　 和歌山地方検察庁検事正
 　玉井英章
（和歌山市二番丁３）

平成20年12月17日
和歌山ゼロックス㈱
和歌山県和歌山市内原１０００
－１

一般競争入札 ― 1,157,152 ―

当該複写機の
保守契約につい
ても，一般競争
入札を実施し
た。

74
福井地方検察庁武生支部移転業
務委託契約　一式

支出負担行為担当官
　 福井地方検察庁検事正
　 八木宏幸
 （福井市春山1-1-54）

平成20年12月15日
トナミ運輸株式会社福井ブロッ
ク
福井市今市町11-7-1

一般競争入札 ― 1,522,500 ―

75
福井地方検察庁照明器具安定器
交換業務委託契約　一式

支出負担行為担当官
   福井地方検察庁検事正
   八木宏幸
 （福井市春山1-1-54）

平成20年12月18日
大電産業株式会社
福井市春山1-6-15

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

76
電力需給契約
（久留米法務総合庁舎）

支出負担行為担当官
　 福岡地方検察庁検事正
   南部義廣
 （福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年12月12日
九州電力（株）
福岡県久留米市原古賀町30-6

一般競争入札 ― 6,406,174 ―
単価契約
1キロワット当た
り11円10銭ほか

77 壁面収納庫等調達契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　　大野　宗
　　（鹿児島市山下町13番１0号）

平成20年12月5日
(株)ひおき
鹿児島市松原町５番７号

一般競争入札 ― 3,360,000 ―
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78 鉛蓄電池５４セル（設置作業含む）

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
　佐々木　正輝
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー１５）

平成20年12月15日
株式会社沖縄ダイケン
沖縄県那覇市松尾1-10-24

一般競争入札 ― 1,494,255 ―

79
平成２０年度札幌地方検察庁滝川
支部庁舎構内における除・排雪処
理請負契約

支出負担行為担当官代理
　札幌地方検察庁次席検事
  長﨑　誠
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成20年12月3日
不二建設（株）
北海道滝川市西滝川２３２番
地１

一般競争入札 ― 1,349,040 ―

単価契約
タイヤショベル１
台３０分５，２００
円ほか

80
郵便料金計器供給
２４台

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成20年12月3日
ネオポストジャパン（株）
東京都板橋区大山町２３－１

一般競争入札 ― 4,851,000 ―

81
備品一式供給
１８０個

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成20年12月3日
（株）東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路町２
－２１－１５

一般競争入札 ― 3,129,000 ―
カウンタ，パーテ
ション，サイン等

82
和紙公図の電子化作業一式
5051枚

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成20年12月11日
（株）ミウラ
広島県広島市中区南千田東町
３－９

一般競争入札 ― 2,588,250 ―

83

土地閉鎖登記簿の電子化作業一
式
バインダー１９,９３８冊　紙ファイル
２,２０２冊

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成20年12月24日
トランス・コスモス（株）
東京都渋谷区渋谷３－２５－１
８

一般競争入札 ― 39,847,500 ―

84
ブルーマップ冊子版及びクリアポ
ケット版供給
５８部

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成20年12月25日
（社）民事法情報センター
東京都新宿区四谷２－１４－８ 一般競争入札 ― 1,583,820 ―

85
土地閉鎖登記簿の電子化作業請
負契約

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿村　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年12月22日
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷３－２５－１
８

一般競争入札 ― 42,000,000 ―
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86
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託契約

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿村　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年12月24日

日本コンベンションサービス株
式会社
東京都千代田区霞が関１－４
－２

一般競争入札 ― 418,923,561 ―

87 会議室机13台ほか購入契約
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿村　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年12月24日
株式会社マルタン
横浜市中区山下町２７３

一般競争入札 ― 3,582,600 ―

88
藤沢支局庁舎新営に伴う移転作業
一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿村　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年12月25日
三八五流通株式会社
青森県八戸市大字長苗代字上
中坪３５－１

一般競争入札 ― 2,609,250 ―

89 和紙公図入力作業一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方法務局長　紺野清幸
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成20年12月2日
アジア航測㈱
埼玉県さいたま市浦和区仲町
１-14-18 三井生命浦和ビル3F

一般競争入札 ― 12,390,000 ―

90 土地閉鎖登記簿電子化作業一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方法務局長　紺野清幸
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成20年12月15日
㈱ダイショウ
東京都足立区綾瀬3-6-2

一般競争入札 ― 20,128,500 ―

91
和紙公図の入力作業請負契約一
式

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　透
　(千葉市中央区中央港１丁目１１
番３号）

平成20年12月9日
（株）　ミウラ
広島県広島市中区南千田東町
３番９号

一般競争入札 ― 25,672,500 ―

92
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託契約一式

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　透
　(千葉市中央区中央港１丁目１１
番３号）

平成20年12月24日

テックソフトアンドサービス
（株）
千葉県船橋市本町七丁目１１
番５号

一般競争入札
（総合評価実施）

― 306,600,000 ―

93
土地閉鎖登記簿電子化作業請負
契約一式

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局　局長　本間　透
　(千葉市中央区中央港１丁目１１
番３号）

平成20年12月24日
トランス・コスモス　（株）
東京都渋谷区渋谷三丁目２５
番１８号

一般競争入札 ― 16,800,000 ―
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94 和紙公図の入力作業一式
支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　　吉澤勇治
　（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年12月1日
（株）川又感光社
茨城県水戸市五軒町１－５－
４８

一般競争入札 ― 12,232,500 ―

95
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務に係る業務委託一式

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇治
　（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年12月26日
（財）民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町２
－８－５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 110,553,450 ―

96
宇都宮地方法務局バックアップセ
ンター警備業務委託

支出負担行為担当官
　宇都宮地方法務局長　重山正秋
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年12月2日
インターセック㈱
栃木県宇都宮市清原台4-26-
14

一般競争入札 ― 1,173,060 ―
単価契約
１時間１，９９５
円

97

平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）業務委託に
係るレイアウト変更に伴う物品の調
達等　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成20年12月3日
株式会社春木堂
群馬県前橋市問屋町１－９－
７

一般競争入札 ― 3,547,950 ―

98 和紙公図の入力作業　一式
支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成20年12月4日
アジア航測株式会社
東京都新宿区西新宿６－１４
－１新宿グリーンタワービル

一般競争入札 ― 19,309,500 ―

99
地図情報システム用プリンタトナー
等消耗品購入

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成20年12月12日
株式会社春木堂
群馬県前橋市問屋町１－９－
７

一般競争入札 ― 2,596,650 ―
単価契約（1箱
当たり３５，４３７
円ほか1件)

100

平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）業務委託に
係るレイアウト変更に伴う登記事務
処理端末用回線等工事　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成20年12月26日

富士通ネットワークソリューショ
ンズ株式会社
神奈川県川崎市川崎区日進町
７－１

一般競争入札 ― 1,365,000 ―

101
光ケーブル敷設に係る配管設置等
作業　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成20年12月26日
星野総合商事株式会社
群馬県前橋市日吉町４－３２
－２５

一般競争入札 ― 829,500 ―
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102 和紙公図入力作業一式
支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成20年12月5日
ナカシャクリエイテブ株式会社
名古屋市天白区野並2-213

一般競争入札 ― 24,937,500 ―

103
登記簿等の公開に関する事務（乙
号）に係る業務委託

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成20年12月17日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町2-
8-5

一般競争入札
(総合評価実施)

― 166,383,000 ―

104 健康診断委託契約
支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成20年12月24日
財団法人静岡県予防医学協会
静岡市葵区建穂1-3-43

一般競争入札 ― 1,894,011 ―

単価契約
ＶＤＴ検診３，００
０円(税抜)ほか
１２件

105 沼津支局　駐車駐輪場管理業務
支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成20年12月26日
株式会社セリオ
静岡市葵区追手町9-22

一般競争入札 ― 535,500 ―

106 和紙公図の入力作業　一式
支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長　藤谷幸雄
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年12月3日
国土情報開発(株)
東京都世田谷区池尻2-7-3

一般競争入札 ― 6,941,289 ―

107 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年12月5日
株式会社中央ジオマチックス
東京都板橋区舟渡３丁目１５
番２２号

一般競争入札 ― 19,926,900 ―

108
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託契約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年12月24日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町２
丁目８番地５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 130,625,250 ―

109
新潟地方法務局和紙公図の入力
作業請負契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章一
（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成20年12月1日
（株）サンコー
北海道札幌市中央区北二条西
二丁目３２番地

一般競争入札 ― 36,515,850 ―
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110
新潟地方法務局複写機物品供給
契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章一
　（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成20年12月10日
リコー販売（株）新潟支社
新潟市東区下木戸１丁目１８
番３０号

一般競争入札 ― 826,350 ―

111
新潟地方法務局土地閉鎖登記簿
電子化作業請負契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章一
（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成20年12月12日
東京ソフト（株）
東京都品川区東大井五丁目１
２番１０号

一般競争入札 ― 8,350,538 ―

112
平成２０年度土地閉鎖登記簿電子
化作業一式

支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成20年12月12日
トランス・コスモス(株)
東京都渋谷区渋谷3-25-18

一般競争入札 ― 27,877,500 ―

113
平成２０年度登記簿の公開に関す
る事務(乙号事務)に係る業務委託
一式

支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成20年12月18日
日本コンベンションサービス
(株)
東京都千代田区霞が関1-4-2

一般競争入札
（総合評価実施）

― 393,952,650 ―

114
和紙公図入力作業請負
一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　若井伸一
（京都市上京区荒神口通河原町東
入上生洲町１９７）

平成20年12月4日
国土情報開発株式会社
東京都世田谷区池尻二丁目７
番３号

一般競争入札 ― 12,188,400 ―

115
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）業務委託
一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　若井伸一
（京都市上京区荒神口通河原町東
入上生洲町１９７）

平成20年12月24日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町二
丁目８番地５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 103,521,600 ―

116
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託一式

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年12月22日
日本コンベンションサービス㈱
東京都千代田区霞が関一丁目
４番２号

一般競争入札
（総合評価実施）

― 220,696,373 ―

117 土地閉鎖登記簿電子化作業一式
支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年12月15日
東京ソフト㈱
東京都品川区東大井五丁目１
２番１０号

一般競争入札 ― 13,633,221 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

118 和紙公図の入力作業一式

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長　小島寛
（滋賀県大津市京町三丁目1番１
号）

平成20年12月1日
国土情報開発株式会社
東京都世田谷区池尻二丁目７
番３号

一般競争入札 ― 14,311,080 ―

119
パーソナルコンピュータ一式供給
契約

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長　小島寛
（滋賀県大津市京町三丁目1番１
号）

平成20年12月5日
株式会社大塚商会京都支店
京都市中京区烏丸通御池下ル
虎屋町５６６－１

一般競争入札 ― 4,458,289 ―

120
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託契約

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長　小島寛
（滋賀県大津市京町三丁目1番１
号）

平成20年12月25日
ATGcompany株式会社
東京都渋谷区元代々木町２５
－６

一般競争入札
（総合評価実施）

― 123,177,600 ―

121 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　和歌山地方法務局長　田村隆平
　（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年12月10日
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻２－７－
３

一般競争入札 ― 4,542,720 ―

122
登記情報システム関連機器に係る
配線及び電源等敷設作業　一式

支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　渡邊秀雄
　（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成20年12月1日
富士通ネットワークソリューショ
ンズ㈱
名古屋市中区錦１－１０－１

一般競争入札 ― 9,299,850 ―

123 和紙公図入力作業　一式
支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　渡邊秀雄
　（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成20年12月17日
双光エシックス(株)
名古屋市東区芳野３－９－１７

一般競争入札 ― 34,650,000 ―

124 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　渡邊秀雄
　（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成20年12月24日
トランス・コスモス(株)
東京都渋谷区渋谷３－２５－１
８

一般競争入札 ― 14,647,500 ―

125 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸良一
　（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年12月8日
国土情報開発株式会社
東京都世田谷区池尻２－７－
３

一般競争入札 ― 5,500,320 ―
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126
土地閉鎖登記簿電子化作業請負
契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸良一
　（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年12月22日
トランス・コスモス
株式会社東京都渋谷区渋谷３
－２５－１８

一般競争入札 ― 11,550,000 ―

127 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長　岡村幸治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成20年12月10日
株式会社きもと
東京都新宿区新宿二丁目１９
番１号

一般競争入札 ― 10,815,000 ―

128
平成20年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長　岡村幸治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成20年12月22日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町二
丁目８番地５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 81,567,150 ―

129 和紙公図の入力作業一式
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　富士田義博
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成20年12月15日
(株)ホーコーズ
福井県福井市光陽3-8-26

一般競争入札 ― 1,541,400 ―

130 土地閉鎖登記簿電子化作業一式
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　富士田義博
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成20年12月19日
三谷マイクロ(株)
福井県福井市日之出2-5-5

一般競争入札 ― 14,070,000 ―

131 物品供給契約（パソコン１５式）
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　富士田義博
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成20年12月19日
キヤノンシステムアンドサポー
ト(株)北陸支店福井営業所
福井県福井市下馬2-1418

一般競争入札 ― 1,474,200 ―

132 和紙公図の入力作業一式
支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦　実
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成20年12月3日
社団法人石川県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
石川県金沢市新神田3-9-28

一般競争入札 ― 5,743,500 ―

133
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦　実
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成20年12月24日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町2-
8-5

一般競争入札
（総合評価方式）

― 142,735,950 ―
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134 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　渡辺秀喜
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成20年12月11日
株式会社立業社
富山県富山市新桜町５番１１
号

一般競争入札 ― 7,980,000 ―

135
土地閉鎖登記簿等搬出，移送及び
搬入業務　一式

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
　（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年12月10日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋１丁目９番
３号

一般競争入札 ― 679,350 ―

136 和紙公図の入力作業　一式
支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
　（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年12月15日
株式会社　ミウラ
広島市中区南千田東町３番９
号

一般競争入札 ― 19,288,500 ―

137
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託　一式

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
　（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年12月16日
ＡＴＧcompany　株式会社
東京都渋谷区元代々木町２５
－６

一般競争入札 ― 117,810,000 ―

138 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
　（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年12月26日
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷３丁目２５
番１８号

一般競争入札 ― 23,499,000 ―

139
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託一式

支出負担行為担当官
　山口地方法務局長　兼行邦夫
　（山口県山口市中河原町６－１６）

平成20年12月17日
ＡＴＧｃｏｍｐany（株）
東京都渋谷区元代々木町２５
－６

一般競争入札
（総合評価実施）

― 102,942,000 ―

140 和紙公図入力作業一式
支出負担行為担当官
　山口地方法務局長　兼行邦夫
　（山口県山口市中河原町６－１６）

平成20年12月24日
（株）両備システムズ
岡山市豊成２－７－１６

一般競争入札 ― 18,267,511 ―

141 和紙公図入力作業委託契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山市南方１丁目３番５８号）

平成20年12月18日
ナカシャクリエイテブ（株）
名古屋市天白区野並２－２１３

一般競争入札 ― 22,554,000 ―
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142 和紙図面入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　鳥取地方法務局長　松﨑義幸
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年12月8日
（株）両備システムズ
岡山県岡山市豊成2-7-16

一般競争入札 ― 24,659,565 ―

143 和紙公図の入力作業
支出負担行為担当官
　松江地方法務局長　神尾　衞
（島根県松江市母衣町50）

平成20年12月3日
アジア航測株式会社
東京都新宿区西新宿6-14-1

一般競争入札 ― 13,860,000 ―

144
土地閉鎖登記簿電子化作業請負
契約

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成20年12月11日
（株）さかもと
大分市日吉町１６番６号

一般競争入札 ― 5,460,000 ―

145
福岡法務局飯塚支局ほか３庁ＬＡ
Ｎ配線・電源設置工事

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成20年12月16日
ＮＳＫ（株）
東京都千代田区九段南二丁目
３番１号

一般競争入札 ― 1,543,500 ―

146
福岡法務局飯塚支局ほか６庁カウ
ンターパーティション等移設等作業

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成20年12月19日
（株）ミナミ商事
福岡市博多区美野島二丁目６
番５号

一般競争入札 ― 2,824,500 ―

147 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成20年12月22日
（株）ヤマイチテクノ
大阪市西区靭本町二丁目４番
８号

一般競争入札 ― 9,963,450 ―

148 事務用複写機交換契約

支出負担行為担当官
　大分地方法務局長
　斎藤　和博
（大分県大分市城崎町二丁目３番２
１号）

平成20年12月19日
富士ゼロックス（株）大分営業
所
大分市都町１－１－２３

一般競争入札 ― 2,100,000 ―

149
カウンター，パーテーション等の納
入設置及び加工移設作業請負契
約一式

支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長　久保道雄
（熊本県熊本市大江3-1-53）

平成20年12月5日
（株）レイメイ藤井
熊本県熊本市上熊本1-2-6

一般競争入札 ― 9,187,500 ―
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150
土地閉鎖登記簿電子化作業請負
契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方法務局長
　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年12月22日
株式会社ワンビシアーカイブズ
東京都港区虎ノ門４丁目１番２
８号

一般競争入札 ― 23,615,760 ―

151
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方法務局長
　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年12月25日
株式会社文化コーポレーション
宮崎県宮崎市生目台西３丁目
４番２号

一般競争入札
（総合評価実施）

― 124,933,200 ―

152 和紙公図入力作業請負契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方法務局長
　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年12月25日
東京ソフト株式会社
東京都品川区東大井５丁目１
２番１０号

一般競争入札 ― 9,675,750 ―

153 各種図面の入力作業　一式

支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長
　阿部利幸
（宮崎市別府町１番１号）

平成20年12月5日
株式会社シンワ
宮崎県宮崎市清水二丁目３番
３号

一般競争入札 ― 3,578,400 ―

154 和紙公図の入力作業　一式

支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長
　阿部利幸
（宮崎市別府町１番１号）

平成20年12月12日
株式会社ミウラ
広島県広島市中区南千田東町
３番９号

一般競争入札 ― 13,797,000 ―

155
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託　一式

支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長
　阿部利幸
（宮崎市別府町１番１号）

平成20年12月16日
株式会社総合人材センター
鹿児島県鹿児島市大黒町４番
１１号日宝いづろビル

一般競争入札
（総合評価の実施）

― 20,359,500 ―

156 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　那覇地方法務局長　金子寛志
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年12月15日
沖縄設計サービス(株)
沖縄県浦添市宮城5-7-8

一般競争入札 ― 2,706,690 ―

157 和紙公図の入力作業一式

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市青葉区春日町７－２
５）

平成20年12月15日
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁目７
番３号

一般競争入札 ― 34,528,210 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

158
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市青葉区春日町７－２
５）

平成20年12月17日
（財）民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町二
丁目８番地５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 49,371,000 ―

159 土地閉鎖登記簿電子化作業一式

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市青葉区春日町７－２
５）

平成20年12月18日
富士ゼロックス宮城（株）
宮城県仙台市青葉区五橋一丁
目１番２３号

一般競争入札 ― 14,685,300 ―

160 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　福島地方法務局長　山口和秀
（福島市霞町１－４６）

平成20年12月9日
（株）川又感光社
水戸市五軒町１－５－４８

一般競争入札 ― 15,277,500 ―

161
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託一式

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長　山口和秀
（福島市霞町１－４６）

平成20年12月24日
ＡＴＧｃｏｍｐａｎｙ（株）
東京都渋谷区元代々木町２５
－６

一般競争入札 ― 65,545,200 ―

162
土地閉鎖登記簿電子化作業請負
契約

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長　山口和秀
（福島市霞町１－４６）

平成20年12月24日
トランス・コスモス（株）
東京都渋谷区渋谷３－２５－１
８

一般競争入札 ― 10,500,000 ―

163
平成20年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託一式

支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長　出雲範夫
（岩手県盛岡市内丸７番２５号）

平成20年12月17日
（財）民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町二
丁目８番地５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 75,574,800 ―

164
和紙公図の入力作業請負契約（一
式）

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年12月8日
株式会社パスコ秋田支店
秋田県秋田市山王２丁目1-60

一般競争入札 ― 33,957,000 ―

165 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　 青森地方法務局長　高橋　洋
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年12月4日
株式会社サンコー
札幌市中央区北二条西２ー３２

一般競争入札 ― 7,654,500 ―
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166
登記簿等の公開に関する事務（乙
号事務）に係る業務委託契約

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局長　高橋　洋
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年12月16日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町
２ー８ー５

一般競争入札
（総合評価実施）

― 111,506,850 ―

167
札幌法務局滝川支局，同西出張所
パッケージ型空調機購入契約（関
連付帯設備工事を含む）

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1番１）

平成20年12月4日
新拓空調設備株式会社
札幌市白石区東札幌４条２丁
目１番３６号

一般競争入札 ― 1,974,000 ―

168
土地閉鎖登記簿の電子化作業請
負契約

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1番１）

平成20年12月19日
株式会社日立物流
東京都江東区東陽７丁目２番
１８号

一般競争入札 ― 2,079,000 ―

169 小型乗用自動車交換契約
支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1番１）

平成20年12月25日
北海道日産自動車株式会社
札幌市北区北６条西５丁目３
番地

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,466,850 ―

170
和紙公図の入力作業請負契約一
式

支出負担行為担当官
　函館地方法務局長　横山和幸
（北海道函館市新川町２５番１８号）

平成20年12月19日
（株）きもと
東京都新宿区新宿２丁目１９
番１号

一般競争入札 ― 1,774,500 ―

171
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託契約

支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長　篠原睦
（北海道旭川市宮前通東4155-31）

平成20年12月25日

日本コンベンションサービス
（株）
東京都千代田区霞が関１－４
－２

一般競争入札 ― 59,660,823 ―

172 和紙公図の入力作業　一式
支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成20年12月12日
富士ゼロックス四国株式会社
香川県高松市磨屋町8-1

一般競争入札 ― 3,395,169 ―

173
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号事務）に係る業務委
託

支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成20年12月25日
財団法人民事法務協会
東京都千代田区神田淡路町2-
8-5

一般競争入札
（総合評価実施）

― 48,849,150 ―
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174 法務省型書架移設作業
支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　松原秀人
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成20年12月4日
（株）サカノ
徳島市南内町1-40-2

一般競争入札 ― 2,068,500 ―

175 土地閉鎖登記簿電子化作業
支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　松原秀人
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成20年12月26日
トランス・コスモス（株）
東京都渋谷区渋谷3-25-18

一般競争入札 ― 9,219,000 ―

176 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　高知地方法務局長　藤原基忠
　（高知市小津町４－３０）

平成20年12月8日
株式会社オーエムアイ
愛媛県大洲市東大洲９０９－１

一般競争入札 ― 43,260,000 ―

177 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　草薙秀雄
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成20年12月2日
国土情報開発株式会社
東京都世田谷区池尻２－７－
３

一般競争入札 ― 45,045,000 ―

178
土地閉鎖登記簿の電子化作業請
負

支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　草薙秀雄
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成20年12月12日
株式会社ワンビシアーカブズ
東京都港区虎ノ門４－１－２８

一般競争入札 ― 22,764,000 ―

179
平成２０年度登記簿等の公開に関
する事務（乙号）に係る業務委託
一式

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年12月16日
ＡＴＧcompany（株）
東京都渋谷区元代々木町
２５－６

一般競争入札
（総合評価実施）

― 98,078,400 ―

180 和紙公図の電子化作業　一式

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年12月24日
(株)ヤマイチテクノ
福岡県福岡市博多区東比恵
１－２－１２

一般競争入札 ― 1,131,900 ―
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181 家電製品一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月2日
株式会社ダイクマ府中営業所
東京都府中市西原町1-3-1

一般競争入札 ― 16,822,000 ―

182 炊事備品一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月2日
株式会社マルゼン
東京都台東区根岸2-19-18

一般競争入札 ― 14,574,000 ―

183
矯正研修所東京支所一般廃棄
物・産業廃棄物処理業務委託

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月11日
株式会社小川商会
東京都中野区江原町1-25-11

一般競争入札 ― 1,515,747 ―

単価契約（産
廃収集運搬：
1kg当たり10
円，産廃処
理：1kg当たり
20円ほか）

184 医療機器一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月16日

サンメディックス株式会社埼
玉営業所
埼玉県さいたま市浦和区領家
1-10-8

一般競争入札 ― 52,290,000 ―

185 情報機器一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月16日

リコー販売株式会社埼玉支社
公共第一営業部
埼玉県さいたま市北区宮原町
3-77-2

一般競争入札 ― 14,622,195 ―

186 複写機一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月16日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社
東京都中央区日本橋本町1-5ｰ
4

一般競争入札 ― 12,174,540 ―

187 私物保管用バック等一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月16日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延1-3-23

一般競争入札 ― 5,239,500 ―
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188 領置箱一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月16日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延1-3-23

一般競争入札 ― 4,189,500 ―

189 洗濯機器等一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月25日

株式会社アサヒ製作所南関東
営業所
神奈川県横浜市戸塚区秋葉町
568

一般競争入札 ― 10,290,000 ―

190 小机等一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月25日
財団法人矯正協会刑務作業協
力事業部
東京都中野区新井3-37-2

一般競争入札 ― 7,139,580 ―

191
矯正情報ネットワークシステム
用サーバ一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月25日
ＮＥＣネクサソリューション
ズ株式会社
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札 ― 4,389,000 ―

192
平成20年度被収容者用正月折詰
（2,550個)供給契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月11日
㈱丸ヨ西尾
北海道札幌市白石区流通セン
ター7-9-35

一般競争入札 ― 4,551,750 ―

193
札幌刑務所等が使用する都市ガス
の需給契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月15日
北海道ガス㈱
北海道札幌市中央区大通西7-
3-1

一般競争入札 ― 14,665,508 ―

月額基本料金
121,667.35円
使用量料金単
価　　120.05円

194
平成２０年度指定自給製品警備靴
用人工皮革一式購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月25日
㈱ムラカミ
北海道札幌市中央区北13西
17-1-36

一般競争入札 ― 10,413,900 ―
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195
平成2１年1月分札幌刑務所で使用
するＡ重油（ボイラ－用)の需給契
約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月25日
北海道エナジティック㈱
北海道札幌市白石区東札幌3-
1-1-18

一般競争入札 ― 10,384,500 ―
単価契約１リット
ルにつき
45.15円

196
第１職業訓練棟関連備品一式購入
契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月25日
大丸藤井㈱
北海道札幌市中央区南1西3-2

一般競争入札 ― 9,127,125 ―

197
平成２０年度指定自給製品警備靴
用底材料一式購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月25日
㈱ムラカミ
北海道札幌市中央区北13西
17-1-36

一般競争入札 ― 5,076,225 ―

198
平成２０年度指定自給製品警備靴
用部分材料一式購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
　(北海道札幌市東区東苗穂2-1-
5-1)

平成20年12月25日
モリト㈱
大阪市中央区南本町4-2-4

一般競争入札 ― 4,137,210 ―

199
旭川刑務所構内多機能無線通話
システム一式契約

支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　松田　治
　（北海道旭川市東鷹栖3線20号
620番地)

平成20年12月1日

株式会社北海道日立ソリュー
ションズ
札幌市東区北６条東４丁目８
番地

一般競争入札 ― 12,915,000 ―

200 全自動洗濯脱水機購入契約

支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　松田　治
　（北海道旭川市東鷹栖3線20号
620番地)

平成20年12月18日
(有)i池田製機
旭川市永山6条1丁目

一般競争入札 ― 1,732,500 ―

201
ガソリン貨物自動車下取り交換契
約

支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　松田　治
　（北海道旭川市東鷹栖3線20号
620番地)

平成20年12月18日
トヨタカローラ道北株式会社
旭川市大雪通7丁目506番地

一般競争入札
（総合評価の実施）

― 1,693,545 ―
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202
帯広刑務所
構内多機能無線通話システム

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年12月4日
東洋通工株式会社
北海道帯広市西１５条
南１０丁目１番地

一般競争入札 ― 11,550,000 ―

203
帯広刑務所
収容棟照明器具改修工事

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年12月9日
アサヒ電気株式会社
北海道帯広市東１１条南９丁
目１番地

指名競争入札 ― 9,345,000 ―

204

釧路刑務支所
Ａ重油の購入（第４四半期）
１００，０００リットル

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
　（北海道帯広市別府町南13-33）
　釧路少年鑑別所長　鈴木　秀樹
　（北海道釧路市弥生1-5-22）

平成20年12月19日
金井石油株式会社
釧路市大町１丁目１番１０号

一般競争入札 ― 4,620,000 ―
単価契約
１リットル当たり
４６．２円

205
釧路刑務支所
総合警備システム等一式

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年12月22日

三菱電機システムサービス株
式会社北海道支店
札幌市厚別区大谷地東２丁目
１番１８号

一般競争入札 ― 31,657,500 ―

206
釧路刑務支所
構内多機能無線通話システム

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年12月22日

株式会社　北海道日立ソリュー
ションズ
札幌市東区北６条東４丁目８
番地

一般競争入札 ― 11,340,000 ―

207
帯広刑務所
総務系業務派遣　　６名

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年12月25日
株式会社アイライン
栃木県宇都宮市東簗瀬１－２
８－１４

一般競争入札 ― 2,815,008 ―
単価契約
1時間単価
９９４円
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208
物品（A重油）１月供給契約
１２０,０００Ｌ

支出負担行為担当官
　網走刑務所長　茂木　嘉則
　（北海道網走市字三眺）

平成20年12月25日
網走アポロ石油株式会社
（北海道網走市北３条東１丁目
１番地）

一般競争入札 ― 7,308,000 ―

契約単価
１リットル当たり
６０円９０銭

209
物品（白灯油）１月～３月供給契約
　１０７,２００Ｌ

支出負担行為担当官
　網走刑務所長　茂木　嘉則
　（北海道網走市字三眺）

平成20年12月25日
株式会社兼子
（北海道網走市南４条西４丁目
１５番３号）

一般競争入札 ― 6,753,600 ―

契約単価
１リットル当たり
６３円

210 被収容者用被服用原反購入契約
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢鳴　信行
（北海道樺戸郡月形町１０１１番地）

平成20年12月10日
株式会社ムラカミ
北海道札幌市中央区北１3条
西17丁目1-36

一般競争入札 ― 6,561,324 ―

211 作業用バン１台交換契約
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢鳴　信行
（北海道樺戸郡月形町１０１１番地）

平成20年12月12日
札幌日産自動車株式会社
北海道札幌市中央区大通西17
丁目1-23

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,365,000 ―

212 トラクター１台交換契約
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢鳴　信行
（北海道樺戸郡月形町１０１１番地）

平成20年12月17日
株式会社北海中央クボタ
北海道三笠市岡山1067-9

一般競争入札 ― 6,195,000 ―

213 第４四半期Ａ重油購入契約
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢鳴　信行
（北海道樺戸郡月形町１０１１番地）

平成20年12月19日
サンシン油業株式会社
北海道札幌市西区西町北3-3-
1

一般競争入札 ― 22,190,420 ―
単価契約
１㍑/51.13

214 プレスブレーキ１台交換契約
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢鳴　信行
（北海道樺戸郡月形町１０１１番地）

平成20年12月19日
理興産業株式会社
北海道札幌市中央区北１条東
３-5

一般競争入札 ― 9,385,950 ―

215 ライスボイラー購入
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英敏
（北海道函館市金堀町６－１１）

平成20年12月24日
東海商事（株）
北海道函館市亀田町２２－２４

一般競争入札 ― 2,782,500 ―
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216 全自動洗濯脱水機購入
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英敏
（北海道函館市金堀町６－１１）

平成20年12月24日
海渡産業（株）
北海道函館市時任町２７－１６

一般競争入札 ― 1,858,500 ―

217 民間業務委託（総務系）
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英敏
（北海道函館市金堀町６－１１）

平成20年12月26日
共立管財（株）北海道支社
北海道函館市美原１－１８－１
０

一般競争入札 ― 1,774,080 ―
単価契約
１時間当たり
９２４円

218 被収容者正月用折詰
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成20年12月5日
エイムカイワ(株)
山形市大字風間字横堀1353-4

一般競争入札 ― 2,205,000 ―
単価契約
1個当たり1470
円

219 Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成20年12月19日
北日本石油(株)仙台支店
仙台市宮城野区扇町7-6-12

一般競争入札 ― 6,058,120 ―

単価契約
１リットル当たり
51.34円

220 白灯油供給契約
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成20年12月19日
北日本石油(株)仙台支店
仙台市宮城野区扇町7-6-12

一般競争入札 ― 5,949,405 ―

単価契約
1リットル当たり
53.55円

221 多機能無線システム
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成20年12月24日
三菱電機システムサービス(株)
北日本支社
仙台市若林区大和町2-18-23

一般競争入札 ― 12,043,500 ―

222
全自動洗濯機　１台
業務用乾燥機　１台

支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の
１）

平成20年12月18日
海渡産業㈱
函館市時任町２７番１６号

一般競争入札 ― 5,880,000 ―

223
盛岡少年刑務所公用車（ワゴン車）
交換購入契約

支出負担行為担当官
　盛岡少年刑務所長　松村憲一
（盛岡市上田字松屋敷11-11）

平成20年12月25日
岩手トヨペット株式会社
盛岡市上田2-19-40

一般競争入札 ― 2,557,800 ―
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224 電子内視鏡システム一式供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月10日

富士フイルムメディカル株式会
社
東京都港区西麻布２丁目２６
番３０号

一般競争入札 ― 4,620,000 ―

225 食料品供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日
株式会社福冨
栃木県宇都宮市富士見町２－
１４番地

一般競争入札 ― 3,356,486 ―

単価契約
冷凍刻みオクラ
１㌔あたり＠２６
５円（税込）ほか
２１件

226 食料品供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日
株式会社明治フード
栃木県下都賀郡大平町西水代
２１１５番地

一般競争入札 ― 2,906,980 ―

単価契約
冷凍サトイモ１
㌔あたり＠２０４
円（税込）ほか３
０件

227 食料品供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日
株式会社昭和食品
栃木県宇都宮市川田町４００
－１番地

一般競争入札 ― 2,822,010 ―

単価契約
冷凍キヌサヤ１
㌔あたり＠２８９
円（税込）ほか１
９件

228 食料品供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日
株式会社ニッカネ
栃木県宇都宮市平出町３６７５
－１番地

一般競争入札 ― 2,766,032 ―

単価契約
冷凍カリフラ
ワー１㌔あたり
＠１９９円（税
込）ほか３６件

229
平成２０年度栃木刑務所翻訳通訳
（韓国語）業務人材派遣契約

支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日

株式会社アーネストエキス
パートサービス
栃木県宇都宮市今泉２－１ー２
２タイムズビル２F

一般競争入札 ― 1,640,520 ―
単価契約
１人１時間あた
り＠3,255円

230
平成２０年度栃木刑務所書信事務
処理業務（追加分２名）人材派遣契
約

支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日

株式会社フジスタッフ
東京都千代田区丸の内１－１
１－１パシフィックセンチュリー
プレイス丸の内１９F

一般競争入札 ― 1,344,168 ―
単価契約
２人１時間あた
り＠2,667円

231
平成２０年度栃木刑務所翻訳通訳
（中国語）業務人材派遣契約

支出負担行為担当官
  栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月12日
アデコ株式会社
東京都港区南青山１－１５－９
第４５興和ビル

一般競争入札 ― 1,270,080 ―
単価契約
１人１時間あた
り＠2,520円

232 A重油供給契約（第４四半期）
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月22日
石川興産株式会社
栃木県足利市永楽町２番地１

一般競争入札 ― 4,321,800 ―
単価契約
＠４９（税抜き）
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233 自動放送装置供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月22日
東京通信株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地
４３番地１２９

一般競争入札 ― 3,530,000 ―

234 医薬品供給契約
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月22日
ナカノ薬品株式会社
栃木県宇都宮市泉が丘５－７
－２０

一般競争契約 ― 2,152,028 ―

単価契約
坐薬１錠当たり
＠24円（税抜き）
ほか２３件

235 灯油供給契約（第４四半期）
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年12月22日
イタバシ株式会社
東京都新宿区弁天町１７８

一般競争入札 ― 1,790,888 ―
単価契約
＠５３．３（税抜
き）

236 ローサルA重油供給契約
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　徳久　彰
（栃木県大田原市寒井１４６６－２）

平成20年12月22日
（有）荒井モータース
栃木県那須塩原市橋本町１－
１

一般競争入札 ― 7,862,400 ―
単価契約
50.4/リットル

237 灯油供給契約
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　徳久　彰
（栃木県大田原市寒井１４６６－２）

平成20年12月22日
（有）荒井モータース
栃木県那須塩原市橋本町１－
１

一般競争入札 ― 4,784,850 ―
単価契約
51.45/リットル

238 被収容者治療用医薬品
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年12月16日

株式会社潮田クラヤ三省堂高
崎第二支店
群馬県高崎市京目町殿田１３
５－１

一般競争入札 ― 2,435,121 ―

単価契約
イソニアジド錠１
錠当たり
８．８２円ほか７
２件

239 第４四半期分　A重油購入
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年12月25日

モギエナジーシステム株式会
社
群馬県高崎市問屋町３－９－
７

一般競争入札 ― 4,698,120 ―
単価契約
１リットル当たり
４９．９８円

240
松戸拘置支所・木更津拘置支所監
視カメラ調達契約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成20年12月2日
株式会社富士通ゼネラル
神奈川県川崎市高津区末長
1116

一般競争入札 ― 11,569,950 ―
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241 保温二重食缶（270缶）調達契約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成20年12月8日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延1-3-23

一般競争入札 ― 3,651,480 ―

242 ロッカー等事務機器調達契約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成20年12月11日
シンユービジネス株式会社
千葉県千葉市中央区都町1-
34-1

一般競争入札 ― 3,202,000 ―

243
千葉刑務所及び松戸拘置支所特A
重油供給契約（第３四半期）

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成20年12月25日
千葉石油株式会社
千葉県茂原市茂原185

一般競争入札 ― 2,069,760 ―
単価契約
１リットル当たり
47.04円

244 Ａ重油供給契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－
1）

平成20年12月26日
多摩商事株式会社
東京都東久留米市柳窪３－１
－１５

一般競争入札 ― 3,351,600 ―
単価契約
57円／L

245 フラッシュプレス　２台
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月5日
北越商事　清水　勲
東京都八王子市元本郷町１－
２１－１３

一般競争入札 ― 2,992,500 ― 再度公告入札

246
医療機器類交換等契約
一式

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月12日

（株）栗原医療器械店多摩営業
所
東京都府中市住吉町３－７－
２

一般競争入札 ― 4,679,945 ―

247
被収容者用食品供給契約
３，２８０個

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月17日
サンエー（株）
東京都墨田区吾妻橋２－１１
－５

一般競争入札 ― 5,682,600 ―

248 運搬台車一式供給契約
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月17日
㈱タキザワ
東京都国立市北３－１６－２０

一般競争入札 ― 2,398,410 ―
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249
被収容者用食品供給契約
６，３００個

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月17日
（株）青木屋
東京都府中市南町６－１２－１

一般競争入札 ― 2,249,100 ―

250
空調設備点検及びフィルター清掃
業務委託契約一式

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月17日
ムサシノアロー（株）
東京都小金井市緑町５－２１
－２３

一般競争入札 ― 1,396,500 ―

251 白灯油（ボイラー用）
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月19日
㈱トーネン
東京都八王子市三崎町４－１
１

一般競争入札 ― 13,378,470 ―

単価契約
契約価格１リット
ルあたり
５０．２９５円

252 ネットワーク機器増設契約
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月19日
NECネクサソリューションズ㈱
東京都港区三田１－４－２８

一般競争入札 ― 3,412,500 ―

253
強化白麦供給契約
３９，２００㎏

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月22日
東京山手食糧販売協同組合
東京都新宿区西新宿１－１９
－６

一般競争入札 ― 7,429,380 ―

254
事務業務派遣契約
４名

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
　（東京都府中市晴見町４－１０）

平成20年12月25日

マンパワー・ジャパン㈱府中支
店
東京都府中市府中町１－１４
－１朝日生命府中ビル１０階

一般競争入札 ― 2,329,792 ―

単価契約
１名１時間当た
り
１,２３４円

255 平成２０年度被収容者正月用折詰

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
　（神奈川県横浜市港南区港南4-
2-2）

平成20年12月8日
食彩工房株式会社
神奈川県横浜市旭区白根４－
２０－１０

一般競争入札 ― 4,071,375 ―
単価契約１個当
たり１，６２８円

256 横浜刑務所警備業務委託契約

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　　春日　厚志
　（神奈川県横浜市港南区港南4-
2-2）

平成20年12月12日
国際警備株式会社
神奈川県横浜市中区山吹町１
－１

一般競争入札 ― 2,323,125 ―
業務委託契約
月額７７４，３７５
円
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257
横浜刑務所白灯油供給契約（大型
ローリー）

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　　春日　厚志
　（神奈川県横浜市港南区港南4-
2-2）

平成20年12月18日
中川物産株式会社
愛知県名古屋市港区潮見町３
７－２３

一般競争入札 ― 7,341,180 ―
単価契約１リット
ル当たり４７．６
７円

258
横浜刑務所白灯油供給契約（小型
ローリー）

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　　春日　厚志
　（神奈川県横浜市港南区港南4-
2-2）

平成20年12月18日
株式会社シブヤエネックス
神奈川県横浜市港南区最戸１
－２１－３１

一般競争入札 ― 1,871,100 ―
単価契約１リット
ル当たり５１．９
７円

259
ボイラ－燃料用Ａ重油供給契約
（第４四半期分132ＫＬ）

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長　大森　正
（新潟県新潟市江南区山二ツ３８１
－４）

平成20年12月25日
株式会社ハヤマ
新潟市中央区寄居町７０６番
地

一般競争入札 ― 5,945,940 ―
単価契約
45.045円/１Ｌ

260 自動車(収容業務車両）交換契約

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長　大森　正
（新潟県新潟市江南区山二ツ３８１
－４）

平成20年12月25日
新潟トヨペット株式会社
新潟市中央区幸西２丁目６番
１９号

一般競争入札 ― 3,454,500 ―

261
自動車運転管理業務委託契約
(平成２１年１月１日から同年３月３
１日までの間１．５ポスト）

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長　大森　正
（新潟県新潟市江南区山二ツ３８１
－４）

平成20年12月25日
大新東株式会社
東京都港区芝三丁目１４番２
号

一般競争入札 ― 527,625 ―
単価契約
527,625円/月額

262 上田拘置支所ワゴン更新整備
支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成20年12月10日
トヨタカローラ長野株式会社
長野市南石堂町1326-1

一般競争入札 ― 3,638,250 ―

263 第4四半期Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成20年12月25日
株式会社高見澤
長野市大字鶴賀字苗間平
1605-14

一般競争入札 ― 2,664,900 ―
単価契約
49.35円／㍑

264 第4四半期灯油供給契約
支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成20年12月25日
株式会社高見澤
長野市大字鶴賀字苗間平
1605-14

一般競争入札 ― 3,257,100 ―
単価契約
49.35円／㍑



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

265
平成２０年度構外巡回警備業務委
託

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３丁
目１番１号）

平成20年12月1日
東海安全警備保障株式会社
静岡県静岡市駿河区高松２丁
目５番３号

一般競争入札 ― 1,314,180 ―
単価契約
328,545/月額

266 PNC複合ボーリングマシン　1台

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３丁
目１番１号）

平成20年12月9日
有限会社二葉機工
静岡県焼津市石脇上９３ー２

一般競争入札 ― 9,712,500 ―

267
ボイラー燃料油（Ａ重油）
第４四半期

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３丁
目１番１号）

平成20年12月24日
巻田油業株式会社
静岡県焼津市中港２丁目５番
１６号

一般競争入札 ― 2,816,100 ―
単価契約
46.935円/ℓ

268 作業貨物車交換契約
支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　谷内眞一
（長野県松本市桐３丁目９番４号）

平成20年12月19日
長野日野自動車株式会社
長野市川中島町上氷５５３番
地１

一般競争入札 ― 5,140,886 ―

269 第４四半期Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　谷内眞一
（長野県松本市桐３丁目９番４号）

平成20年12月22日
中央石油株式会社
長野県松本市巾上２番１号

一般競争入札 ― 3,910,200 ―
単価契約　５１
円４５銭／キロ
リットル

270 構内警備業務委託契約
支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　谷内眞一
（長野県松本市桐３丁目９番４号）

平成20年12月25日
株式会社全日警サービス長野
長野県長野市大字高田３２１
番地

一般競争入札 ― 1,226,610 ―

271
総合警備システム更新整備供給契
約

支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　谷内眞一
（長野県松本市桐３丁目９番４号）

平成20年12月26日
長野三菱電機機器販売株式会
社
長野県白板１丁目７番５号

一般競争入札 ― 31,500,000 ―

272 東京拘置所正月用折詰
支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成20年12月4日
㈲星フーズ
埼玉県川口市大字戸塚４８２１

一般競争入札 ― 3,236,100 ―
単価契約
１個
１，４０７円
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273 東京拘置所電化製品一式
支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成20年12月25日
弘津電業㈱
東京都世田谷区北烏山３－６
－１１

一般競争入札 ― 2,507,400 ―

274 洗濯機等物品供給契約　一式
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成20年12月24日
（有）雨宮商会
金沢市寺中町ロ39‐1

一般競争入札 ― 3,005,000 ―

275 A重油物品供給契約　35ＫＬ
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成20年12月24日

竹中産業（株）
東京都千代田区鍛冶町1丁目5
番5号

一般競争入札 ― 1,760,325 ―
単価契約
50.295円/1Ｌ

276 歯科用Ⅹ線装置　一式
支出負担行為担当官
　金沢刑務所長　佐藤正人
（石川県金沢市田上町公１番地）

平成20年12月17日
タカラベルモント(株）
大阪府大阪市中央区東心斎橋
2-1-1

一般競争入札 ― 2,037,000 ―

277 事務補助等派遣業務
支出負担行為担当官
　金沢刑務所長　佐藤正人
（石川県金沢市田上町公１番地）

平成20年12月19日
テンプスタッフフォーラム（株）
新潟県新潟市中央区東大通1-
7-10

一般競争入札 ― 2,473,752 ―
単価契約
1時間当たり
5,241円

278 多軸ボーリングマシン売買契約

支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村正広
（岐阜県岐阜市則松１丁目３４番
地）

平成20年12月10日
協和機工株式会社
東京都足立区千住宮本町１丁
目１２番

一般競争入札 ― 6,163,500 ―

279 第４四半期燃料油供給（Ａ重油）

支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村正広
（岐阜県岐阜市則松１丁目３４番
地）

平成20年12月18日
岐阜日石㈱
岐阜市東金宝町２丁目２番地

一般競争入札 ― 6,174,000 ―
単価契約
１ℓ当たり
５８．８０円

280
笠松刑務所医療機器（超音波診断
装置Ｂ）購入

支出負担行為担当官
　笠松刑務所　杉原　博文
（岐阜県羽島郡笠松町中川町２３）

平成20年12月15日
三協医療電器株式会社
愛知県名古屋市名東区小井堀
町４０６番地

一般競争入札 ― 2,467,500 ―
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281
笠松刑務所炊事用備品（ガス式フ
ライヤー・蒸気圧力炊飯機）購入

支出負担行為担当官
　笠松刑務所　杉原　博文
（岐阜県羽島郡笠松町中川町２３）

平成20年12月16日
ホシザキ東海株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅５
丁目２１番３号

一般競争入札 ― 4,461,450 ―

282 第４・四半期Ａ重油単価購入契約
支出負担行為担当官
　笠松刑務所　杉原　博文
（岐阜県羽島郡笠松町中川町２３）

平成20年12月24日
篠田商事株式会社
岐阜県岐阜市都通４丁目２１
番地

一般競争入札 ― 1,945,860 ―
単価契約
１リットル当たり
４７．４６円

283
多人数用人工透析機器１５床用一
式リース契約

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ
丘１－１）

平成20年12月10日
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋2丁目15番
12号

一般競争入札 ― 1,149,120 ―
６８，９４７，２００
円（５年・税込
み）

284
消防設備（特殊消防用設備等）点
検委託契約

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ
丘１－１）

平成20年12月15日
トヨタ防災株式会社
愛知県豊田市青木町1丁目69
番地26

一般競争入札 ― 1,785,000 ―

285 第４・四半期Ａ重油単価購入契約

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ
丘１－１）

平成20年12月22日
中川物産株式会社
愛知県名古屋市港区潮見町37
番地23

一般競争入札 ― 10,309,320 ―
４０．９０円/リッ
トル（税抜き）

286 自動放送システム購入取付１式
支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成20年12月26日
株式会社トーエネック三重支店
三重県津市桜橋2-177-1

一般競争入札 ― 4,252,500 ―

287
労働者派遣契約（総務系事務業
務）

支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成20年12月26日
株式会社メイツ東海
愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

一般競争入札 ― 1,163,668 ―
単価契約
1,232円/h

288 マイクロバス物品交換契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成20年12月2日
愛知日野自動車株式会社
愛知県名古屋市瑞穂区神穂町
７番１号

一般競争入札
(総合評価落札方
式)

― 4,498,963 ―
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289 設備運転管理業務委託契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成20年12月12日
日本空調システム株式会社
愛知県名古屋市東区白壁１－
９

一般競争入札 ― 4,410,000 ―

290 Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成20年12月24日
中川物産株式会社
愛知県名古屋市港区潮見町３
７番地２３

一般競争入札 ― 3,180,975 ―
単価契約
43.575円/リット
ル

291 自動車運行管理業務委託契約
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成20年12月26日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿六丁目６
番３号

一般競争入札 ― 1,197,000 ―

292 LSA重油購入　一式
支出負担行為担当官
　滋賀刑務所長   室 憲治
（滋賀県大津市大平１－１－１）

平成20年12月24日
ピィー・ティー・シィー有限会社
滋賀県湖南市石部北４丁目１
番５号

一般競争入札 ― 3,345,300 ―
単価契約
１リットル当たり
６１．９５円

293 全自動洗濯脱水機購入　１台
支出負担行為担当官
　滋賀刑務所長  室 憲治
（滋賀県大津市大平１－１－１）

平成20年12月25日
株式会社山本製作所
広島県尾道市長者原１丁目２
２０－１９

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

294 冷凍・冷蔵設備更新整備（一式）

支出負担行為担当官
　京都刑務所長　山本　清
（京都府京都市山科区東野井ノ上
町２０）

平成20年12月19日
坂口テレビサービス（株）
滋賀県大津市大萱１ー２－２９

一般競争入札 ― 7,287,000 ―

295 白灯油購入（第４－四半期分）

支出負担行為担当官
　京都刑務所長　山本　清
（京都府京都市山科区東野井ノ上
町２０）

平成20年12月19日
（株）東山
京都府京都市山科区御陵大津
畑町１６番地の６

一般競争入札 ― 1,669,500 ―
単価契約
１リットル当たり
５５．６５円

296 湯沸し設備更新整備（一式）

支出負担行為担当官
　京都刑務所長　山本　清
（京都府京都市山科区東野井ノ上
町２０）

平成20年12月25日
都調理機（株）
京都府京都市伏見区深草大亀
谷岩山町１４７

一般競争入札 ― 2,047,500 ―
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297
被収容者用正月用折詰弁当購入
契約

支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年12月10日
株式会社南テスティパル
大阪府堺市西区浜寺石津町2-
7-10

一般競争入札 ― 5,779,935 ―
単価契約「１個
当たり１８５８．５
円」

298 第４・四半期白灯油購入契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年12月25日
旭光商事株式会社
大阪府堺市北区百舌鳥陵南町
3‐484

一般競争入札 ― 2,368,800 ―
単価契約「１リッ
トル当たり４９．
３５円」

299 電子内視鏡治療装置等一式購入
支出負担行為担当官
　大阪医療刑務所長　林　宏輔
（大阪府堺市堺区田出井町8-80）

平成20年12月22日
（株）アダチ
大阪府大阪市中央区内平野町
3丁目2-10

一般競争入札 ― 9,313,500 ―

300
神戸刑務所清掃及び自動車運行
管理業務委託

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成20年12月8日
日本総合サービス株式会社
兵庫県明石市藤江925

一般競争入札 ― 1,764,000 ―

301
被収容者正月用折詰め
１，８６０個

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成20年12月10日
朝日給食株式会社
大阪府豊中市庄内宝町2-7-2

一般競争入札 ― 2,417,814 ―

302
Ａ重油
１２４キロリットル

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成20年12月19日
兵庫県漁業協同組合連合会
兵庫県神戸市兵庫区中之島2-
2-1

一般競争入札 ― 5,989,200 ―
単価
１リットル当たり
48.30円

303 電話交換機等修理　一式

支出負担行為担当官
　播磨社会復帰促進センター長
　亀田　光生
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成20年12月3日
扶桑電通(株)関西支店
大阪府大阪市北区堂島浜2-1-
9

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

304 フェンスの拡張等

支出負担行為担当官
　加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５
３０）

平成20年12月15日
徳富建設株式会社
兵庫県加古郡播磨町北古田1-
14-3

一般競争入札 ― 3,255,000 ―
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305
ｽﾗｲﾄﾞｶｯﾄｿｰ1台及びﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｽ1
台

支出負担行為担当官
　加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５
３０）

平成20年12月26日
下村鋼業株式会社
兵庫県三木市大村880-1

一般競争入札 ― 4,184,250 ―

306 和歌山刑務所体育シャツ購入契約

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　武　田 豊
（和歌山県和歌山市加納３８３番
地）

平成20年12月22日
有限会社デザインクラフト
和歌山市神前２３１－１

一般競争入札 ― 2,249,100 ―

307
冷凍機（冷蔵・冷凍）更新契約　１
台

支出負担行為担当官
　姫路少年刑務所長　藤井　照良
（兵庫県姫路市岩端町４３８）

平成20年12月9日
田染設備工業（株）
兵庫県姫路市船橋町４丁目３
の１７番

一般競争入札 ― 2,730,000 ―

308 蒸気式自動炊飯機購入契約　１台
支出負担行為担当官
　姫路少年刑務所長　藤井　照良
（兵庫県姫路市岩端町４３８）

平成20年12月22日
㈱フジマック　姫路営業所
兵庫県姫路市飾磨区都倉１－
４１

一般競争入札 ― 3,234,000 ―

309
奈良少年刑務所葛城拘置支所公
用車　1台

支出負担行為担当官
  奈良少年刑務所長　平田利治
（奈良市般若寺町18番地）

平成20年12月1日
ネッツトヨタ奈良株式会社
奈良市南京終町１－１５５－１

一般競争入札
（総合評価方式）

― 2,184,000 ―

310
第４・四半期Ａ重油購入契約
40000L

支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田利治
（奈良市般若寺町18番地）

平成20年12月24日
株式会社加藤商会
奈良市今市町４６－１

一般競争入札 ― 1,995,200 ―
単価契約
49.88円/Ｌ

311
冷凍・冷蔵設備の更新整備（搬入，
据付，調整を含む。）
一式

支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町
138

平成20年12月16日
ホシザキ京阪㈱
大阪市中央区内本町2-2-12

一般競争入札 ― 3,412,500 ―

312 総合警備システム更新整備
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
（大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成20年12月19日
三菱電機システムサービス株
式会社関西支社
大阪市北区大淀中1-4-13

一般競争入札 ― 65,520,000 ―
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313 白灯油供給契約
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
（大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成20年12月24日
中川物産株式会社
名古屋市港区潮見町37-23

一般競争入札 ― 4,714,500 ―
単価契約
47.175円/L

314 マイクロバス交換契約一式

支出負担行為担当官代理
　神戸拘置所総務部長　廣瀬新剛
（兵庫県神戸市北区ひよどり北町
2-1）

平成20年12月5日
神戸日野自動車㈱
兵庫県神戸市東灘区向洋町西
5-11

一般競争入札 ― 6,720,000 ―

315 A重油供給契約
支出負担行為担当官
　鳥取刑務所長　黒柳　誠
（鳥取県鳥取市下味野７１９）

平成20年12月25日
永瀬石油㈱鳥取支店
鳥取県鳥取市末広温泉町６０
７番地

一般競争入札 ― 3,583,440 ―
単価契約
１リットル当たり
49円77銭

316
松江刑務所各種事務補助等派遣
業務７名

支出負担行為担当官
　松江刑務所長　松村　亨
（島根県松江市西川津町６７）

平成20年12月10日
アデコ株式会社
東京都港区南青山１－１５－９
第４５興和ビル

一般競争入札 ― 3,813,768 ―
単価契約
1時間1,081円

317 紙枚数計算機１台の購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
（広島県広島市中区吉島町13-
114）

平成20年12月18日
合同印刷機材（株）
広島県広島市西区商工セン
ター4-13-3

一般競争入札 ― 1,659,000 ― 再度入札

318 Ａ重油　３２０００Ｌ

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
（広島県広島市中区吉島町13-
114）

平成20年12月24日
中国アポロ（株）
広島県広島市中区富士見町
4-30

一般競争入札 ― 1,377,600 ―
契約単価
43.05円/L

319 洗濯脱水機更新整備　１台

支出負担行為担当官
　広島拘置所長　小野　修
（広島県広島市中区上八丁堀２－
６）

平成20年12月22日
株式会社BANDS
広島県呉市阿賀中央5-8-25

一般競争入札 ― 1,575,000 ―

320 Ａ重油供給契約（第４四半期）
支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩野　覚
（徳島市入田町大久200－1）

平成20年12月24日
共栄石油株式会社
徳島県鳴門市撫養町南浜字東
浜４４２番地

一般競争入札 ― 6,511,428 ―
単価契約
１ℓ／49.329円
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321 洗濯乾燥機更新整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６
３）

平成20年12月18日
有限会社三井洗機
高松市木太町２８９９番地２０

一般競争入札 ― 2,583,000 ―

322 A重油供給契約（第４四半期）

支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６
３）

平成20年12月24日
四国石油株式会社
高松市藤塚町１丁目３番２８号

一般競争入札 ― 5,859,000 ―
単価契約
１㍑６５円１０銭

323
窯業用（業種・その他）主要機械
（石材切削機１台）更新整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６
３）

平成20年12月24日

四国ダイヤモンド機工株式会
社
神奈川県横浜市中区日の出町
１－５２

一般競争入札 ― 4,870,000 ―

324 総務系等業務委託契約
支出負担行為担当官
　松山刑務所長　都　秀嗣
（愛媛県東温市見奈良１２４３－２）

平成20年12月1日

イヨテツケーターサービス株式
会社
愛媛県松山市千舟町４－５－
２

一般競争入札 ― 4,520,880 ―
1,130,220円／月
再度入札（当初
応札者2者）

325
収容棟等照明器具供給契約
 照明器具 ２０５台 照明器具（カメ
ラ・マイク付） １５台

支出負担行為担当官
　松山刑務所長　都　秀嗣
（愛媛県東温市見奈良１２４３－２）

平成20年12月9日
島田特殊硝子株式会社
東京都港区芝大門２－１０－４

一般競争入札 ― 5,250,000 ―

326 ライトバン物品交換契約
支出負担行為担当官
　松山刑務所長　都　秀嗣
（愛媛県東温市見奈良１２４３－２）

平成20年12月9日
愛媛日産自動車株式会社
愛媛県松山市宮西２－８－２７

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,942,500 ―

327 パネルソー　一式
支出負担行為担当官
　高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田3604-1）

平成20年12月5日
高知工具
（高知市高須新町1-14-14）

一般競争入札 ― 2,139,900 ―
再度入札（当初
応札者3者）

328
Ａ重油供給契約
（第４四半期）

支出負担行為担当官
　高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田3604-1）

平成20年12月24日
入交石油株式会社
（高知市中の島2-89）

一般競争入札 ― 3,780,000 ―
単価契約
63円／1ℓ
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329
炊場用機器更新契約
（精米機，揚物器）

支出負担行為担当官
　高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田3604-1）

平成20年12月25日
高知食料株式会社
（高知市朝倉南9-12）

一般競争入札 ― 1,739,850 ―

330
平成２１年１月分被収容者給食材
料

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　池田　英仁
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６
丁目１番１号）

平成20年12月15日
尾家産業㈱福岡支店
福岡県福岡市博多区東那珂２
－２０－８

一般競争入札 ― 2,790,063 ―

単価契約
冷凍ブロッコ
リー１袋当たり
181円外24点

331
平成２１年１月分被収容者給食材
料

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　池田　英仁
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６
丁目１番１号）

平成20年12月15日
㈱泉平福岡営業所
福岡県福岡市東区多の津２丁
目４番地３

一般競争入札 ― 1,625,896 ―

チーズハンバー
グトマトソース１
食パック９３円外
１０点

332 警備業務委託契約
支出負担行為担当官
　麓刑務所長　黒田　政敏
（佐賀県鳥栖市山浦町２６３５）

平成20年12月1日
（株）コアズ佐賀営業所
佐賀県佐賀市駅前中央1-6-18

一般競争入札 ― 1,563,240 ―

333 多重放映制御装置供給契約
支出負担行為担当官
　麓刑務所長　黒田　政敏
（佐賀県鳥栖市山浦町２６３５）

平成20年12月2日

パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン（株）九州社
福岡県福岡市博多区上呉服町
10-1

一般競争入札 ― 5,880,000 ―

334
被収容者給食用食材（カーネル
コーン外１６点）

支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年12月16日
尾家産業（株）長崎営業所
長崎県諫早市多良見町化屋
1809

一般競争入札 ― 2,106,459 ―

単価契約
１ｋｇ当たり
２０７円
ほか

335
被収容者給食用食材（グリンピー
ス外１５点）

支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年12月16日
協和商工（株）
長崎県佐世保市白岳町１５１

一般競争入札 ― 1,967,820 ―

単価契約
１ｋｇ当たり
２０１円
ほか

336 Ａ重油（第４四半期分）
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年12月19日
南国殖産（株）長崎支店
長崎県長崎市茂里町1番46号

一般競争入札 ― 3,742,200 ―
単価契約
１ℓ当たり
51．975円

337 人材派遣業務追加
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年12月26日
（株）パソナ長崎
長崎県長崎市万才町３－５

一般競争入札 ― 1,471,932 ―
単価契約
１時間当たり
１，０３９．５円
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338
白灯油（88,400㍑）
（第４・四半期）

支出負担行為担当官
　長崎刑務所長　菊堂　民生
（長崎県諌早市小川町1650番地）

平成20年12月19日
増田石油㈱
長崎県長崎市元船町3-20

一般競争入札 ― 5,662,020 ―
単価契約
64円05銭/㍑

339 木工集塵装置一式
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下正宏
（熊本県熊本市渡鹿７ー１２ー１）

平成20年12月1日
株式会社九州エアーテック
大分県日田市山田町626-3

一般競争入札 ― 14,542,500 ―

340 熊本刑務所自動車更新整備契約
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下正宏
（熊本県熊本市渡鹿７ー１２ー１）

平成20年12月19日
熊本トヨペット株式会社
熊本県熊本市十禅寺2-2-5

一般競争入札 ― 3,166,440 ―

341 被収容者給食用食材１２月分
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月1日
株式会社山丁
大分県由布市湯布院町川南
1669番地1

一般競争入札 ― 3,790,339 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
955円外33品目

342 被収容者給食用食材１２月分
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月1日
株式会社栗本五十市商店
大分県大分市弁天２－３－１０

一般競争入札 ― 3,032,045 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
627円外53品目

343 被収容者給食用食材１２月分
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月1日
株式会社大給
大分県大分市大洲浜１丁目４
番３５番地

一般競争入札 ― 3,005,875 ―

単価契約
1ｋｇ当たり
1012円外29品
目

344
被収容者給食用食材１月及び２月
分

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月8日
株式会社栗本五十市商店
大分県大分市弁天２－３－１０

一般競争入札 ― 4,463,350 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
766円外60品目

345
被収容者給食用食材１月及び２月
分

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月8日
株式会社山丁
大分県由布市湯布院町川南
1669番地1

一般競争入札 ― 4,154,449 ―

単価契約
1ｋｇ当たり
1029円外47品
目

346
被収容者給食用食材１月及び２月
分

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月8日
株式会社大給
大分県大分市大洲浜１丁目４
番３５番地

一般競争入札 ― 3,497,078 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
174円外29品目
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347
被収容者給食用食材１月及び２月
分

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月8日
株式会社北冷食販売
大分県大分市弁天３丁目５－
１

一般競争入札 ― 2,140,332 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
792円外19品目

348
ローサルA重油
１３８，０００リットル

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年12月25日
株式会社柴田石油商会
大分市府内町３丁目４番２０号

一般競争入札 ― 6,592,950 ―
単価契約
47.775円/㍑

349 業務派遣契約
支出負担行為担当官
　宮崎刑務所長　畑江裕二
（宮崎県宮崎市糸原４６２３）

平成20年12月25日
株式会社総合人材センター
鹿児島県鹿児島市大黒町４番
１１号日宝いづろビル

一般競争入札 ― 1,724,688 ―

350
鹿児島拘置支所総合警備システム
更新整備一式

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　橋本　隆
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川１７
３３）

平成20年12月1日

パナソニックソリューションズ
ジャパン
株式会社福岡市博多区上呉服
町１０－１

一般競争入札 ― 8,788,500 ―

351 第４四半期のＡ重油継続供給契約

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　橋本　隆
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川１７
３３）

平成20年12月27日
㈱大和商会
鹿児島県姶良郡湧水町木場１
５９

一般競争入札 ― 4,704,000 ―
単価契約
６７．２円／Ｌ

352
ノート型パソコン整備
３０台

支出負担行為担当官
　沖縄刑務所長　倉光修二
（沖縄県南城市知念字具志堅３３
０）

平成20年12月25日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻４９６

一般競争入札 ― 2,856,000 ―

353 総務系業務委託
支出負担行為担当官
　佐賀少年刑務所長　五反田伸一
（佐賀市新生町２番１号）

平成20年12月1日
株式会社キャリアサプライ
佐賀市天神２丁目２－２８

一般競争入札 ― 2,327,270 ―

354
平成20年度第４四半期Ａ重油売買
契約

支出負担行為担当官
　佐賀少年刑務所長　五反田伸一
（佐賀少年刑務所佐賀市新生町２
番１号）

平成20年12月25日
佐賀県食糧株式会社
佐賀市兵庫町大字藤木１１７７

一般競争入札 ― 4,498,200 ―
単価契約
１㍑53.55円
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355 冷凍食品等（トンカツほか３１点）

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16
－10）

平成20年12月11日
（株）山口油屋福太郎
福岡県福岡市南区五十川1-1-
1

一般競争入札 ― 2,149,055 ―

356
冷凍食品等（かれい煮付けほか２
１点）

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16
－10）

平成20年12月11日
（株）岩田産業
福岡県福岡市西区野方1-1-1

一般競争入札 ― 1,863,017 ―

357 自動車運転業務請負

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16
－10）

平成20年12月26日
（株）セイビ九州
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-19-3

一般競争入札 ― 1,102,500 ―

358 パーソナルコンピューター等一式
支出負担行為担当官
　さいたま少年鑑別所長　倉島和夫
(さいたま市浦和区高砂3-16-36）

平成20年12月26日
NECフィールディング株式会社
代表取締役　片山　徹

一般競争入札 ― 1,396,500 ―

359
全自動洗濯脱水機１台更新整備一
式

支出負担行為担当官
　大阪少年鑑別所長　庵前　幸美
（大阪府堺市堺区田出井町８－３
０）

平成20年12月24日
（株）山本製作所
広島県尾道市長者原１－２２０
－１９

一般競争入札 ― 1,711,500 ―  

360 医療用医薬品継続的売買契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セ
ンター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年12月1日
株式会社スズケン
茨城県土浦市大字永国９９１
番地２

一般競争入札 ― 1,656,120 ―
単価契約
アキネトン錠536
円ほか

361 コピー用紙及び事務用品供給契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　大島 重史
（福岡県福岡市博多区下臼井７
７８－１　福岡空港国内線第３
ターミナルビル）

平成20年12月10日
株式会社瀬利宗助商店
福岡市博多区博多駅前３－１
０－２１

一般競争入札 ― 2,509,500 ―

362
平成20年度アラビア語委託研修
（初級）

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　髙木和哉
(東京都千代田区霞が関１－１－１)

平成20年12月18日

財団法人アジア・アフリカ文化
財団
東京都三鷹市新川５－１４－１
６

一般競争入札 ― 1,283,688 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

363 平成20年度英語委託研修　一式
支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長　髙木和哉
(東京都千代田区霞が関１－１－１)

平成20年12月18日
学校法人佐野学園
東京都千代田区内神田２－１
３－１３

一般競争入札 ― 1,037,400 ―


